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タイムスグループ
当社グループは、当社アルバイトタイムス及び連結子会社2社によって構成され ており、情報提供事業と販促支援事業を基軸として事業を運営しています。

求人情報サイト 
『DOMO NET（ドーモネット）』
フリーペーパー『DOMO』と連動
し、PCサイト、スマートフォンサイ
ト、携帯サイトで展開をしています。
様々なメディアに掲載することで、
お客さまの求人情報を確実に求職者
に届けています。

フリーペーパーの求人情報誌
『DOMO（ドーモ）』
アルバイト・パート中心に学生・主婦・
ビジネスマンまで幅広い読者層を有
し、現在は、静岡県内で東部版・中部
版・西部版、愛知県内で名古屋版を
発行しています。

正社員向け転職・就職サイト 
『 JOB（ジョブ）』
正社員専用サイトとして、転職活動
中の社会人・就職活動中の学生・人
材紹介サービス利用者まで幅広い

ユーザーへリーチします。現在は、展開エリアは、静岡・名古屋・
関東・関西・全国案件を網羅。職種・勤務地・募集対象・待遇面・フ
リーワードで探すなど、検索性に優れたサイトとなっています。

求人情報事業

転職・就職希望者のための
合同企業面談会
『シゴトフェア』
直接求職者に会い、伝えることによって、よりマッチした採用につ
なげていただける、リアルイベントを提供しています。転職・就職
希望者のために、静岡県内では東部・中部・西部の3地域で、愛知
県においては名古屋地域で開催しています。

アルバイトタイムスは、情報提供事業を事業の主軸とし、無料求人情報誌『DOMO』及び求人情報サイト『DOMO NET』、転職・就職サイト『JOB』を展開しています。また、2012年

11月からは、ペット関連情報サービス、フリーペーパー『WONDERFUL STYLE』の創刊（2013年5月より月刊化）、イベント『DOG！ フェスタ』の定期開催を開始しています。

当社は、自社の持つ資産を有効に活用し、社会にとってより有益な情 報・サービスを提供することで、地域を元気にする情報・サービスをお届けしています。
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タイムスグループ
当社グループは、当社アルバイトタイムス及び連結子会社2社によって構成され ており、情報提供事業と販促支援事業を基軸として事業を運営しています。

スーパー・書店・駅などのラックから無料で広告物をお持ち帰
りいただく、テイクワンボックス事業
を中心に、企業の販売促進を支援し
ています。

魅力ある中堅・中小企業に就職する機会を全国の学生に提供
するための、新卒採用支援サイト
『TSUNORU』の運営をしています。

ペット関連情報サービス
『WONDERFUL STYLE 
（ワンダフルスタイル）』
ペットとの共生をテーマに、ペットとの
素敵な生活を応援するフリーペーパー
です。静岡県内全域にて、毎月第2木曜日に
発行しています。

S P（セールス・プロモーション）事業

グループ企業

アルバイトタイムスは、情報提供事業を事業の主軸とし、無料求人情報誌『DOMO』及び求人情報サイト『DOMO NET』、転職・就職サイト『JOB』を展開しています。また、2012年

11月からは、ペット関連情報サービス、フリーペーパー『WONDERFUL STYLE』の創刊（2013年5月より月刊化）、イベント『DOG！ フェスタ』の定期開催を開始しています。

当社は、自社の持つ資産を有効に活用し、社会にとってより有益な情 報・サービスを提供することで、地域を元気にする情報・サービスをお届けしています。

「ペットと共生できるまち
づくり」「飼い主のマナー
向上」「地域活性化」を
目的とした、愛犬と一緒
に家族全員で楽しめるイベント『DOG !（ドッグ）フェスタ』
フリーペーパー『WONDERFUL STYLE』にてしっかりと認知促進
をしたペットユーザーに、実際の商品・サービスを体感いただける
イベントです。

販促支援ツール  
『HANJOMO（ハンジョーモ）』
モバイルを利用して登録者の意向を
確認し、効果的な販促を仕掛けるこ
とが可能となる、販売・サービス・飲食店さま向け
の新規顧客・リピーター獲得支援ツールです。
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2014年2月期第2四半期 
連結累計期間の経営概況

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出

環境の改善や経済対策を背景に、企業収益は回復傾向にあ

りました。しかしながら、欧州債務問題の長期化や新興国

経済の減速が懸念されるなど、先行き不透明な状況で推移

しました。

雇用情勢については、全国の有効求人倍率が企業収益の

改善が続く中で緩やかながらも回復傾向にあるものの、当

社の戦略地域である静岡県においては、有効求人倍率が

2012年夏以降全国値を下回って推移しており、ほぼ横ば

いの状態が継続しています。また、媒体別では無料誌およ

代表取締役社長

媒体別求人広告件数（全国）

 （千件）
■ チラシ　■ 無料誌　■ 有料誌　■ インターネット

2012年
2月期

2013年
2月期

2014年
2月期

出所：（社）全国求人情報協会資料より当社作成
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はじめに
株主・投資家の皆さまには平素より格別のご支援及び
ご厚情を賜り、心より御礼申し上げます。2014年2月
期第2四半期連結累計期間の事業概況及び当社グルー
プの取り組みについてご説明させていただきます。
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2013年2月期 
（第2四半期累計）

2014年2月期 
（第2四半期累計）

売上高 2,112 2,108

　情報提供事業 1,680 1,739

　販促支援事業 348 366

　その他事業 95 14

　調整額 △12 △11

経常利益 414 440

四半期純利益 457 397

びインターネットでの求人広告件数が、引き続き成長して

います。

このような状況において当社グループでは、魅力ある情

報サービスを開発・展開することで地域の競争力強化と収

益基盤の拡大を図ることに注力しました。

静岡地域においては、既存事業で培った販売網、流通

網を有効活用し、前期に創刊したペット関連情報誌

『WONDERFUL STYLE（ワンダフルスタイル）』を2013年

5月に定期刊行化しました。また、県西部地区で初の『DOG

（ドッグ）!フェスタ』（詳細は8ページの特集をご参照くださ

い）を開催するなど、新たな地域密着型の取り組みを推進し

ました。

正社員向け求人サービスにおいては、前期に静岡エリア

と名古屋エリアでオープンした転職・就職サイト『 JOB

（ジョブ）』に関東・関西エリア、4エリアすべてを網羅した

総合版をオープンさせました。また、合同企業面談会

『シゴトフェア』を静岡地域及び名古屋地域で開催し、人材

サービスを拡大した取り組みを展開しました。

その結果、当社グループの連結業績は、売上高は前年同

四半期比0.2%減の21億8百万円となりました。売上原価

は、行政案件の期間満了による労務費の減少などにより同

16.4%減の5億9千1百万円、販売費及び一般管理費は、

人件費、広告・販促費などが増加したため、同8.3%増の

10億7千4百万円となり、営業利益は同7.1%増の4億4千

2百万円、経常利益は同6.2%増の4億4千万円となりまし

た。四半期純利益は、税制改正などにより税金費用が増加

し、同13.2%減の3億9千7百万円となりました。

セグメント別（セグメント間の内部取引消去前）で見ると、

当社グループの主力商品である求人情報誌『DOMO（ドー

モ）』の発行及び求人情報サイト『DOMO NET（ドーモネッ

ト）』の運営・販売、またそのほかに、主力商品で築いた顧

客に対するSP（セールス・プロモーション）広告の販売など

から構成される情報提供事業では、戦略地域である静岡県

の求人市場が横ばいに推移しており、静岡県内版『DOMO』

は前年同四半期と比較し発行回数の減少があったものの、

新規に投入した『JOB』やSP商品『WONDERFUL STYLE』

の販売が奏功したことにより、売上高は前年同四半期比

3.5%増の17億3千9百万円、セグメント利益は同3.0%増

の6億8千万円と増収増益となりました。

決算ハイライト
（百万円）
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子会社である株式会社リンクが行うフリーペーパーの取

次などにより構成される販促支援事業では、中京・関西地

域での新規受注が堅調に進み、またダイレクトプロモーショ

ンにおける顧客獲得が順調に進んだことにより、売上高は

同5.1%増の3億6千6百万円、セグメント利益は同20.0%

増の6千1百万円と増収増益となりました。

その他事業では、静岡県からの緊急雇用創出事業に関す

る案件が、2013年3月に期間満了したことにより、売上高

は同84.5%減の1千4百万円、セグメント利益は8百万円

（前年同四半期は1百万円の利益）となりました。

2014年2月期の 
基本戦略の進捗

基本戦略
● 既存事業において安定的・恒常的に利益を創出する

● 資産を有効活用した新規事業によって成長戦略を描く

●  当社グループの理念を根付かせ、自立した企業風土
へと変革する

当社グループでは、グループの資産を有効活用し、社会に

とってより有益な情報・サービスを提供することで、地域を

元気にする情報・サービスのコンテンツメーカーを目指し、

より強固な事業基盤を構築することが必要であると考えて

います。具体的には、基本戦略に基づき「各地域での競争

力の強化」「収益基盤の拡大」「組織力の向上」を掲げ、展

開しています。各地域での競争力の強化としては、既存事

業におけるシェアを維持・拡大させていく中で知名度・企業

ロイヤリティを高められるような活動を通し、現状に満足す

ることなく、安定的なポジションの獲得を目指します。また、

人材サービスの多角化やSPサービスの事業化を含めた収

益基盤の拡大を図る取り組みを推進しています。

当第2四半期連結累計期間においては、重点施策として

「正社員向けサービスの強化」「『WONDERFUL STYLE』

を強いブランドに育成」「成長に向けた事業リソースの拡

大」に取り組みました。

「正社員向けサービスの強化」
正社員向けサービスの強化として、2012年にオープンし

た『JOB』を関東・関西・総合版に拡充するとともに、合同企

業面談会『シゴトフェア』を静岡地域と名古屋地域において

継続的に開催しました。

また、前期末に新卒採

用サイト『TSUNORU』

の運営会社である株式

会社フリーシェアード

ジャパンを子会社化し、

新卒採用事業を開始し

『JOB』総合版
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ました。今後も求職者と顧客双方の支持を得る魅力的なサイ

トの運営、イベントを提供していきます。

「『WONDERFUL STYLE』を強いブランドに育成」
2012年に創刊したペット関連情報誌『WONDERFUL 

STYLE』は、2013年5月にリニューアルし、月刊化するとと

もに、静岡県西部地区で初の『DOG！フェスタ』（詳細は8

ページの特集をご参照ください）を

開催するなどサービスを拡大しまし

た。今後も、地域社会や地域生活者

に対して魅力ある情報・サービスを

開発・展開することで、静岡地域に

限らず競争力と収益基盤の拡大を

図っていきます。

「成長に向けた事業リソースの拡大」
事業リソースの拡大を図るため、組織力の向上として、新

規人員の採用や継続的なOJTを実施するとともに、実践に

則したOFF-JTを階層別、職種別に実施し、全社的なレベル

の底上げと、事業運営を担える人材の育成に取り組みまし

た。また、新卒採用事業のほか、事業領域の拡大に向けた

社外ネットワークを積極的に活用し、新規事業への投資も

強化・加速しました。

通期業績の見通し

連結売上高 （百万円） 連結営業利益 （百万円）

2013年
2月期

2013年
2月期

2014年
2月期（予想）

2014年
2月期（予想）

2014年2月期の 
見通し

当社グループの事業を取り巻く環境は、企業収益の改善

が続く中で緩やかながらも首都圏を中心に採用意欲は回復

傾向にある一方、欧州を中心とした海外景気の下振れ懸

念、長引くデフレの影響など、景気を下押しするリスクが存

在しています。このようなことから、雇用情勢についても

先行き不透明な状況が続いています。また、法律の改正や

諸外国との貿易に関する連携など、事業環境を大きく左右

する動きなども注視する必要があると考えています。

前期比
1.4%増加

前期比
12.5%増加

vol. 9　2013/10/10発行
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株主還元について

当社グループは、中長期的な企業の競争力の強化と成長

力の維持を可能とする投資を最優先事項と捉えています。

そのため、内部留保金ならびにフリー・キャッシュ・フロー

については新規事業向けを中心とした投資に充当し、グ

ループとしてのさらなる成長を図ります。

一方、株主の皆さまに対しては、連結業績に連動した利

益配分を行っていくこととし、連結当期純利益の30%を目

処に配当を行っていく方針であり、2014年2月期について

は、1株当たり7円の期末配当を予定しています。

また、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、そし

て株主の皆さまへの利益還元を図るため、2013年4月10

日から2013年6月7日にかけて自己株式を合計70万株取

得しました。

当社は今後も気を緩めることなく、グループの経営資源を

最大限活用し、収益の拡大を図ってまいります。株主の皆

さまにおかれましては、一層のご理解とご支援を賜ります

よう、お願い申し上げます。

こうした状況の中、当社グループはグループの資産を有

効に活用し、社会にとってより有益な情報・サービスを提供

することで、地域を元気にする情報・サービスのコンテン

ツメーカーを目指し、より強固な事業基盤を構築していき

ます。具体的には、基本戦略のもと、引き続き地域におけ

る人材サービスの競争力強化、既存商品に加え新たな商品

を強化することによる収益基盤の拡大、コスト競争力を強

化することによる収益構造の改善、自立できる人材の育成

や事業推進スピードの向上を図ることによる組織力の向上

を目指していきます。

2014年2月期の連結業績予想については、売上高は前

期比1.4%増の43億3千4百万円、営業利益は同12.5%増

の8億1千7百万円、経常利益は同12.2%増の8億1千7

百万円と増収増益を見込んでいますが、当期純利益は税制

改正による法人税等の増加により、同5.5%減の7億5千4

百万円となる見込みです。
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『WONDERFUL STYLE』6月号
ファッションコンテストで 

グランプリを獲得したワンちゃんたちが 
表紙を飾りました。

特集：地域活性化プロジェクト『　　　　　　　　』
『DOG !フェスタ』は、「ペットと共生できるまちづくり」「飼い主のマナー向上」 

「地域活性化」を目的とした、愛犬と一緒に家族全員で楽しめる参加型イベントです。

　2013年5月26日（日）に、第4回@浜松市総合産業展示館（静岡県浜松市東区）

を開催しました。多くの方にご来場いただき、また、多くのペット関連企業

や一般企業・飲食店にブースをご出展いただき、イベントも大変盛り上が

りました。次回は2013年11月10日（日）に、第5回@清水マリンパーク

（静岡県静岡市清水区）を開催します。

過去に開催した 
『DOG！ フェスタ』

第1回@沼津市門池公園
第2回@清水町総合運動公園
第3回@清水マリンパーク

イベントでは、「待てっ ！」ゲーム大会、しつけ＆マナー教室、WONDERFUL STYLEファッションコンテスト、
WAN芸コンテストなど様々なイベントを開催。

ワンちゃんと暮らす、楽しむ関連商品のブースや
軽食＆ドリンクのお店が多数出展。

イ ベ ン ト

出 展 ブ ー ス

「待てっ ！」ゲーム大会
参加組数41組と、人気企画
になりました。

しつけ＆マナー教室
「みんなに愛されるワンコを
目指そう ！」をテーマに、しつ
け＆マナーを実演しました。

WONDERFUL STYLE 
ファッションコンテスト
34組の方がご参加いただき、
可愛く・格好よく・オシャレに
きめてくれました。

WAN芸コンテスト
7頭のワンちゃんが一芸を
披露してくれました。

当日の詳しい情報につきましては、以下のサイトからご覧ください
http://wonderfulstyle.jp/dogfesta/
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連結財務諸表

四半期連結損益計算書 （単位：百万円）

当第2四半期
累計

2014年2月期

前第2四半期
累計

2013年2月期
前年同期比

売上高 2,108 2,112 △3
売上原価 591 706 △115
　印刷費 256 256 0
　労務費 72 129 △57
　減価償却費 4 41 △36
　その他 258 280 △21
売上総利益 1,517 1,405 112
販売費及び一般管理費 1,074 991 82
　人件費 610 571 39
　広告宣伝費及び販売促進費 185 125 59
　流通費 48 45 2
　減価償却費 18 30 △11
　その他 212 219 △6
営業利益 442 413 29
営業外収益 1 2 △1
営業外費用 3 1 2
経常利益 440 414 25
税金等調整前四半期純利益 440 414 25
　法人税、住民税及び事業税 37 6 31
　法人税等調整額 5 △49 55
四半期純利益 397 457 △60

1株当たり四半期純利益 13.48円 14.82円

四半期連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

当第2四半期
累計

2014年2月期

前第2四半期
累計

2013年2月期
前年同期比

営業活動によるキャッシュ・フロー 377 354 22
投資活動によるキャッシュ・フロー △22 △56 34
　フリー・キャッシュ・フロー 354 298 56
財務活動によるキャッシュ・フロー △396 △294 △101
現金及び現金同等物の増減額 △41 3 △45
現金及び現金同等物の期首残高 2,465 2,265
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,424 2,268

四半期連結貸借対照表 （単位：百万円）

当第2四半期末
2013年8月末

前期末
2013年2月末 前期末比

資産の部
　流動資産 3,223 3,309 △85
　　現金及び預金 2,424 2,465 △41
　　受取手形及び売掛金 476 524 △48
　　その他 323 319 4
　　貸倒引当金 △0 △0 0
　固定資産 860 895 △34
　　有形固定資産 630 629 0
　　　建物及び構築物（純額） 160 159 0
　　　土地 444 444 –
　　　その他（純額） 25 26 △0
　　無形固定資産 85 99 △13
　　　ソフトウェア 74 88 △13
　　　その他 10 10 –
　　投資その他の資産 144 166 △21
　　　その他 145 167 △22
　　　貸倒引当金 △1 △1 0
　資産合計 4,084 4,204 △120
負債の部
　流動負債 503 625 △121
　　未払金 319 386 △67
　　賞与引当金 81 129 △47
　　その他 102 109 △7
　固定負債 0 – 0
　　繰延税金負債 0 – 0
　負債合計 504 625 △121
純資産の部
　株主資本 3,579 3,579 △0
　　資本金 455 455 –
　　資本剰余金 540 540 –
　　利益剰余金 3,200 3,012 187
　　自己株式 △617 △429 △187
　その他の包括利益累計額 0 – 0
　　その他有価証券評価差額金 0 – 0
　純資産合計 3,580 3,579 0
　負債純資産合計 4,084 4,204 △120
　1株当たり純資産 122.63円 119.73円
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大株主 （上位10名）

株主名 持株数（株） 議決権比率

満井 義政 11,827,400 40.51%

公益財団法人就職支援財団 1,300,000 4.45%

日本証券金融株式会社 473,900 1.62%

株式会社静岡銀行
（常任代理人　日本マスター 
トラスト信託銀行株式会社）

432,000 1.47%

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社 292,800 1.00%

垣内　康晴 275,500 0.94%

株式会社SBI証券 255,700 0.87%

静岡キャピタル株式会社 252,000 0.86%

堀田　欣弘 217,114 0.74%

株式会社ジャーナルネット 216,200 0.74%

5,000株未満
16.1%

5,000株以上
10,000株未満
5.7%

10,000株以上
50,000株未満
12.4%

50,000株以上
65.8%

（注）自社名義株式（4,443,975株）については「個人・その他」に含めております。

所有株数別
分布状況

33,637,249株

金融機関
3.6%

証券会社
2.7%

事業会社・ 
その他法人
6.4%

外国法人等
1.1%

個人・その他
86.2%

所有者別
分布状況

33,637,249株

発行可能株式総数 136,700,000株
発行済株式総数 33,637,249株
株主数 8,666名

（注） 自社名義株式（4,443,975株）については上記大株主か
ら除いております。

株式状況 （2013年8月31日現在）

会社概要 （2013年8月31日現在）

会社名
株式会社アルバイトタイムス

本社
東京都千代田区神田須田町1-24
アイセ神田ビル4F

設立
1973年10月29日

資本金
4億5,599万円

従業員数
連結130名、単体110名
（正社員のみ）

役員
代表取締役社長 垣内　康晴
取締役 堀田　欣弘
取締役 竹内　一浩
常勤監査役 杉本　雄二
社外監査役 清水　久員
社外監査役 重泉　良徳

事業拠点
東京、沼津、静岡、浜松、名古屋

IR窓口
管理部広報IR課
TEL：03-3254-2501
E-mail：ir@atimes.co.jp

グループ企業
株式会社リンク フリーペーパー取次事業
株式会社フリーシェアードジャパン 
 新卒求人情報サイトの企画・ 
 運営

主な事業内容
無料求人情報誌
『DOMO（ドーモ）』の編集・発行

求人情報サイト
『DOMO NET（ドーモネット）』の運営
（http://domonet.jp/）
『JOB（ジョブ）』の運営
（http://job.atimes.co.jp/）



〒101-0041　東京都千代田区神田須田町1-24　アイセ神田ビル4F　TEL：03-3254-2501

株主メモ

● 住所変更、単元未満株式の買取・買増等の
   お申出先について
株主さまの口座のある証券会社にお申出ください。なお、証券会社に口
座がないため特別口座が開設されました株主さまは、特別口座の口座管
理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

●未払配当金の支払いについて
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

事業年度 毎年3月1日から翌年2月末日まで

定時株主総会 毎年5月中

期末配当基準日 2月末日

1単元の株式数 100株

株主名簿管理人 〒100-0005　東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

特別口座の 
口座管理機関

〒100-0005　東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

郵便物送付先
（電話照会先）

〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
TEL：0120-782-031（フリーダイヤル）

取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店及び全国
各支店で行っております。

公告方法 電子公告
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公
告による公告を行うことができない場合の公告は、日本
経済新聞に掲載いたします。
電子公告先：当社ホームページ
（http://www.atimes.co.jp）


